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     ★休館日や、開館時間については状況により変更になる場合がございます。 

ご了承ください。 

２０２０年 ７月 №251 

 

HP：https://www.lib.city.hino.lg.jp  

7月の休館日 

 

 
＊平日の開館時間は、午前１０時～午後７時（市政図書室を除く） 
＊土曜日・日曜日・祝日の開館時間は、午前１０時～午後５時 

（市政図書室を除く） 
＊市政図書室の開館時間は、午前８時３０分～午後５時１５分 
 

 

 

 

  

 

中央・高幡・日野 

多摩平・平山・百草（月曜日） 
6日 13日 20日 27日   

市政図書室（日曜日・祝日） 5日 12日 19日 23日 24日 26日 

 

今月のひろば 

P.2 読書パスポートってなあに？  

P.3 病気や障害をお持ちの方へのサービスのご案内 

P.4 図書館員の本箱 

  平山図書館でも絵本パックの貸出を始めました！ 

P.5 図書館に入った新しい本  

P.20 移動図書館ひまわり号巡回日程 
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① 本
ほん

を一冊
いっさつ

読
よ

んだら、読書
どくしょ

パスポートに日
ひ

にちと名前
な ま え

を書
か

いてね。 

② 図書館
としょかん

のひとにシールを一枚
いちまい

もらいまし

ょう。（読
よ

んだ数
かず

だけまとめてもらうこと

もできるよ） 

③ ２０冊
さつ

読んでシールをはるところがいっ

ぱいになったら、ゴールのシールをもら

えます。ちょっとしたプレゼントももら

えます。 

読書パスポートってなあに？ 
 

今
いま

までスタンプを押
お

していましたが、 

今だけシールになっています！ 

いろんな種類
しゅるい

があります。 

ぜひ集
あつ

めてみてね。 
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病気や障害をお持ちの方へのサービスのご案内 
 

 

１ 録音図書・点訳図書の貸出をしています 

文字を読むことが不自由な方へ、CD やカセットテープになっている録音

図書を貸し出しています。また、リクエストいただいた本の中でまだ録音

図書になっていないものは、日野市立図書館で録音図書として製作します。

点字をお使いの視覚障害の方へは点訳図書をお届けすることもできます。 

 

２ 対面朗読 

文字を読むことが不自由な方へ、予約制により、中央図書館と高幡図書館

で対面朗読を行っています。対面朗読では、お読みになりたい本をその場

で読み上げます。 

 

３ 点字講習、音声パソコン等の講習 

中途視覚障害者の方向けの点字指導と、視覚障害者向けの音声パソコン講

習等 IT 講習を行っています。目が見えなくても点字やパソコンを覚える

ことで生活が便利になります。 

 

４ 本をお家にお届けします 

病気のために図書館に来ることが難しい方へ、ご希望の図書をご自宅にお

届けします。 

 

 

問い合わせ先 障害者サービス担当  

℡５８１－７６１２ 
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図書館員の本箱  

 

『ねこのばば 1 ～3 （大活字文庫）』畠中 恵／著 大活字 2009.4 

図書館にある大活字文庫をご存じですか。単行本サイズですが、ページをめくると

びっくりするほど大きな活字が並んでいます。細かい字が辛くなった還暦過ぎの私

でも、気軽に読むことができます。物語の舞台は、江戸時代。体の弱い若旦那と、若

旦那に使える妖（あやかし）たちが協力して、難事件を解決していく時代物ファンタ

ジー小説となっています。当時の庶民の暮らしが鮮やかに描かれていて、楽しく読む

ことができます。三分冊で字が大きく、短編五作で構成されているため、あっという

間に読み進んでいきます。読み終わると、目の前に単行本三冊積みあがるので、充実

感があります。昔本が好きだったけど、最近は全く本を読んでいないご高齢の方には

ぜひおすすめします。大活字文庫は様々なジャンルの本が用意してありますので、ぜ

ひ図書館で探してくださいね。重いけど。（M） 

                     

 

 

 

 

 

平山図書館でも、絵本パックの貸出を始めました！ 
ぜひご利用ください 

 

忙しくて本を選ぶ時間がない！どんな本を選んだらよいかわからない！ 

などでお悩みの保護者の方が、バックでさっと借りていただけるセットが「絵本パッ

ク」です。 

中央図書館で貸出をしていましたが、６月より平山図書館でも始めました。 

テーマ別に３冊セットになっています。お好きなものをお選びください。  

何が入っているかはお楽しみ。 １枚のカードで 1パック借りられます。 

 

※ 絵本パックは専用のバックに入っています。 バックに入れたまま貸出・返却を 

お願いします。 
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  図書館に入った 新 し い 本 
4月 29日から 5月 28日の間に入った本です。 

誌面の都合で掲載できなかった本もあります。 

児童書は掲載していません。 

 

０００ 読書・出版・ジャーナリズム                                       

知的創造の条件 AI的思考を超えるヒント 吉見 俊哉／著 筑摩書房 002 

 

１００ 哲学・心理学・宗教                                           

世界哲学史 ５ 伊藤 邦武／責任編集 筑摩書房 102 

考え続ける力 石川 善樹／著 筑摩書房 141.5 

思考の技法 グレアム・ウォーラス／著 筑摩書房 141.5 

「さみしさ」の力 孤独と自立の心理学 榎本 博明／著 筑摩書房 141.6 

スマホ人生戦略 お金・教養・フォロワー35の行動スキル  

堀江 貴文／著 学研プラス 159 

宗教別おもてなしマニュアル イスラム、ヒンズー、ユダヤ教… 

 島田 裕巳／著 中央公論新社 160.4/ｼ 

神になった日本人 私たちの心の奥に潜むもの 

小松 和彦／著 中央公論新社 172 

 

２００ 歴史・伝記・地理                                                

今につながる日本史 丸山 淳一／著 中央公論事業出版 210.4/ﾏ 

戦国武将の叡智 人事・教養・リーダーシップ  

小和田 哲男／著 中央公論新社 214.7 

新選組 2245日の軌跡 伊東 成郎／著 新潮社 215.8 

昭和史がわかるブックガイド 文春新書／編 文藝春秋 217 

神々は真っ先に逃げ帰った 棄民棄兵とシベリア抑留  

アンドリュー・バーシェイ／著 人文書院 217.5 

秦氏の夢 長宗我部元親 長宗我部 友親／著 河出書房新社 281/ﾁ 

三浦按針 その生涯と時代 森 良和／著 東京堂出版 281/ﾐ 
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◆◆◆２００ 歴史・伝記・地理（つづき）◆◆◆ 

コロンブスの図書館 エドワード・ウィルソン＝リー／著 柏書房 289.8/ｺ 

ヨーロッパ鉄道の旅 はじめてでもよく分かる ダイヤモンド・ビッグ社 290.9 

全国 SA・PA道の駅ガイド '20-'21 昭文社 291 

松本ぷりっつの夫婦漫才旅 その２ ときどき 3姉妹  

松本 ぷりっつ／著 KADOKAWA 291 

素敵な個室のあるお店 東京・横浜 ぴあ 291.36 

おかえり台湾 食べて、見て、知って、感じる 一歩ふみ込む二度目の旅案内  

池澤 春菜／著 インプレス 292.24 

ダナン&ホイアンへ 癒しのビーチと古都散歩  

寺内 真実／著 イカロス出版 292.31 

 

３００ 政治・経済・社会                                                                                           

上海フリータクシー 野望と幻想を乗せて走る「新中国」の旅 

 フランク・ラングフィット／著 白水社 302.22 

地図で見るイタリアハンドブック  

オーレリアン・デルピルー／著 原書房 302.37 

親中派の噓 櫻井 よしこ／著 産経新聞出版 304/ｻ 

平成政治史 政界再編とポスト冷戦型社会運動  

大嶽 秀夫／著 筑摩書房 312.1 

香港デモ戦記 小川 善照／著 集英社 312.22 

北欧の幸せな社会のつくり方 10代からの政治と選挙  

あぶみ あさき／著 かもがわ出版 312.38 

白人ナショナリズム アメリカを揺るがす「文化的反動」  

渡辺 靖／著 中央公論新社 316.85 

事例から学ぶ若者の地域参画成功の決め手 松下 啓一／著 第一法規 318 

首都改造 東京の再開発と都市政治 源川 真希／著 吉川弘文館 318.23 

朝鮮半島と日本の未来 姜 尚中／著 集英社 319.1 

わが憲法改正案 思考停止の日本人を撃つ！ 西部 邁／著 ビジネス社 323.1 

離婚を考えたらこの１冊 石原 豊昭／共著 自由国民社 324.6 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

相続実務に役立つ戸籍の読み方・調べ方  

小林 直人／共著 ビジネス教育出版社 324.7 

ルポ老人受刑者 斎藤 充功／著 中央公論新社 326.5 

検察官になるには 飯島 一孝／著 ぺりかん社 327.1 

内容証明を出すならこの１冊 トラブルの予防・解決に役立つ 

利用法 多比羅 誠／著 自由国民社 327.2 

教養として知っておきたい３３の経済理論 大村 大次郎／著 彩図社 331 

日本経済学新論 渋沢栄一から下村治まで 中野 剛志／著 筑摩書房 331.21 

国富論 下 国民の富の性質と原因に関する研究  

アダム・スミス／著 講談社 331.4 

マックス・ウェーバー 近代と格闘した思想家  

野口 雅弘／著 中央公論新社 331.5 

平成の経済政策はどう決められたか アベノミクスの源流をさぐる  

土居 丈朗／編著 中央公論新社 332.1 

日本人とインド人 世界市場「最後の成長エンジン」の真実  

グルチャラン・ダス／著 プレジデント社 332.25 

移民の世界史 ロビン・コーエン／著 東京書籍 334.4 

SDGs見るだけノート 基礎知識とビジネスチャンスにつなげた成功事例が丸わかり！  

笹谷 秀光／監修 宝島社 335.1 

非公開会社の自社株のしくみがわかる本 田儀 雅芳／著 同文舘出版 335.4 

スマホ×PC仕事術 時短成功！効率 200%UP！  

目代 純平／著 明日香出版社 336.5 

図解わかる税金 2020-2021 年版 収入にかかる税金 財産にかかる税金 生活にか

かる税金 芥川 靖彦／著 新星出版社 345 

人はなぜ税を払うのか 超借金政府の命運 浜 矩子／著 東洋経済新報社 345 

大学で学ぶゾンビ学 人はなぜゾンビに惹かれるのか  

岡本 健／著 扶桑社 361.5 

図解わかる年金 2020-2021年版 国民年金・厚生年金 企業年金・個人年金  

中尾 幸村／著 新星出版社 364.6 
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◆◆◆３００ 政治・経済・社会（つづき）◆◆◆ 

失業保険 150%トコトン活用術 2020 辞める前に知っておきたい 80の知恵！  

日向 咲嗣／著 同文舘出版 364.7 

災害に強い住宅選び 長嶋 修／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 365.3 

図解わかる労働基準法 2020-2021年版 荘司 芳樹／著 新星出版社 366.1 

図解わかる会社をやめるときの手続きのすべて 2020-2021年版 

 中尾 幸村／著 新星出版社 366.4 

ルポ技能実習生 澤田 晃宏／著 筑摩書房 366.8 

過労事故死 隠された労災 川岸 卓哉／著 旬報社 366.9 

性転師 「性転換ビジネス」に従事する日本人たち  

伊藤 元輝／著 柏書房 367.6 

お父さんは認知症 父と娘の事件簿 田中 亜紀子／著 中央公論新社 367.9 

障害のある子の住まいと暮らし 親なきあとの準備  

渡部 伸／著 主婦の友社 369.2 

「教える」ということ 日本を救う、<尖った人>を増やすには  

出口 治明／著 KADOKAWA 370.4/ﾃ 

絵で読む教育学入門 広岡 義之／著 ミネルヴァ書房 371 

僕たちの部活動改革 部活自治・10のステップ  

神谷 拓／著 かもがわ出版 375.1 

超★簡単音のゲームあそび 親子で！おうちで！さくっとできる！  

井上 明美／著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 376.1 

よくわかるインクルーシブ保育 尾崎 康子／編著 ミネルヴァ書房 378 

蓼食う人々 遠藤 ケイ／著 山と溪谷社 383.8 

掃除道具 小泉 和子／著 法政大学出版局 383.9 

まじないの文化史 見るだけで楽しめる！  

新潟県立歴史博物館／監修 河出書房新社 387 

民間信仰 桜井 徳太郎／著 筑摩書房 387 

ナチスが恐れた義足の女スパイ 伝説の諜報部員ヴァージニア・ 

ホール ソニア・パーネル／著 中央公論新社 391.6 
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４００ 科学・生物・医学                                                                    

理系の文章術 今日から役立つ科学ライティング入門  

更科 功／著 講談社 407 

数学大図鑑 ニュートンプレス 410 

紫外線の社会史 見えざる光が照らす日本 金 凡性／著 岩波書店 425.5 

一度読んだらクセになる！おもしろ化学ネタ 50  

齋藤 勝裕／著 秀和システム 430 

交響曲第６番「炭素物語」 地球と生命の進化を導く元素  

ロバート・M.ヘイゼン／著 化学同人 435.6 

コスモスいくつもの世界 アン・ドルーヤン／著  

日経ナショナルジオグラフィック社 440.4/ﾄ 

見えない絶景 深海底巨大地形 藤岡 換太郎／著 講談社 452.8 

ホモ・サピエンスは反逆する 日高 敏隆／著 朝日新聞出版 460.4/ﾋ 

生命はデジタルでできている 情報から見た新しい生命像  

田口 善弘／著 講談社 467.3 

言葉を使う動物たち エヴァ・メイヤー／著 柏書房 481.7 

考えるナメクジ 人間をしのぐ驚異の脳機能 松尾 亮太／著 さくら舎 484.6 

見わけがすぐつく野鳥図鑑 小宮 輝之／監修 成美堂出版 488 

iPS細胞の歩みと挑戦 中内 彩香／著 東京書籍 491.11 

治したくない ひがし町診療所の日々 斉藤 道雄／著 みすず書房 493.7 

子どものうつがわかる本 早く気づいてしっかり治す  

下山 晴彦／監修 主婦の友社 493.93 

すべての不調は口から始まる 江上 一郎／著 集英社 497.9 

最新医療費の仕組みと基本がよーくわかる本 複雑な医療費の仕組みをやさし

く解説！ 伊藤 哲雄／編著 秀和システム 498.13 

強制不妊と優生保護法 “公益”に奪われたいのち  

藤野 豊／著 岩波書店 498.25 

93歳の現役医師が実践する人生１００年時代養生訓  

酒、食事、そして人生を楽しむ 前田 昭二／著 祥伝社 498.3 

病気知らずの医者がやっている免疫力を高める最高の方法 

 小林 弘幸／著 宝島社 498.3 
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◆◆◆４００ 科学・生物・医学（つづき）◆◆◆ 

新型コロナウイルス 脅威を制する正しい知識  

水谷 哲也／著 東京化学同人 498.6 

どうする！？新型コロナ 岡田 晴恵／著 岩波書店 498.6 

 

５００ 技術・工学・環境                                                                      

現場力 強い日本企業の秘密 光山 博敏／著 筑摩書房 509.5 

山に立つ神と仏 柱立てと懸造の心性史 松崎 照明／著 講談社 521.8 

近代建築で読み解く日本 祝田 秀全／著 祥伝社 523.1 

75歳からの運転免許認知機能検査がまるっとわかる本  

やさしくわかる検査の受け方 笠倉出版社 537.8 

あかりの学校 心安らぐ手作りのあかり 橋田 裕司／著 マール社 545.6 

今すぐ使えるかんたんぜったいデキます！インターネット&メール超入門 

Windows 10対応版 門脇 香奈子／著 技術評論社 548.3 

HTML&CSS逆引き事典 大藤 幹／著 技術評論社 548.3 

できるホームページ・ビルダー22 SP対応 広野 忠敏／著 インプレス 548.3 

プログラミング言語大全 クジラ飛行机／著 技術評論社 548.3 

今すぐ使えるかんたん Office 2019 Word  +Excel+  PowerPoint  +Outlook  

技術評論社編集部／著 技術評論社 548.4 

いちばんやさしいアジャイル開発の教本 人気講師が教える DX を支える開発手法 

市谷 聡啓／著 インプレス 548.5 

Unityのツボとコツがゼッタイにわかる本  

薬師寺 国安／著 秀和システム 548.5 

今すぐ使えるかんたんビデオ編集&DVD作り PowerDirector対応版  

リンクアップ／著 技術評論社 548.7 

パソコンのしくみがよくわかる本 理解するほどおもしろい！ 

 丹羽 信夫／著 技術評論社 548.7 

これ 1冊でできる！Arduinoではじめる電子工作超入門  

福田 和宏／著 ソーテック社 549 

日本の海と暮らしを支える海の地図 海図入門  

八島 邦夫／編著 古今書院 558.7 

いつも、日本酒のことばかり。 山内 聖子／著 イースト・プレス 588.5 
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６００ 産業・交通・通信                                                                                         

牛乳をめぐる 10の神話 エリーズ・ドゥソルニエ／著 緑風出版 648.1 

牛疫 兵器化され、根絶されたウイルス  

アマンダ・ケイ・マクヴェティ／著 みすず書房 649.5 

原色木材大事典 200種 日本で手に入る木材の基礎知識を網羅した決定版  

村山 忠親／著 誠文堂新光社 657.2 

初心者でもすぐ売れる！メルカリかんたん出品ガイド  

安達 恵利子／著 ソーテック社 673.3 

ゲコノミクス 巨大市場を開拓せよ！  

藤野 英人／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 675 

移動革命 MaaS、CASEはいかに巨大市場を生み出すか  

三菱総合研究所／編著 NHK出版 681 

鉄道と切手 その歩みとカバーコレクション  

鉄道友の会／編 交通新聞社 686.21 

 

７００ 芸術・スポーツ・娯楽                                                                                         

現代アートをたのしむ 人生を豊かに変える 5つの扉  

原田 マハ／著 祥伝社 702 

レオナルド・ダ・ヴィンチ 池上 英洋／著 筑摩書房 702.8/ﾚ 

マンガでわかる「西洋絵画」の見かた 聖書編  

池上 英洋／監修 誠文堂新光社 723 

赤羽末吉 絵本への一本道 コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 726.5 

福田利之作品集 ２ 福田 利之／画 玄光社 726.5 

白嶺の金剛夜叉 山岳写真家白籏史朗  

井ノ部 康之／著 山と溪谷社 740.28/ｼ 

音楽が聴けなくなる日 宮台 真司／著 集英社 760.4 

ゲット・バック・ネイキッド 1969年、ビートルズが揺れた 22日間 

 藤本 国彦／著 青土社 764.7 

大きな文字で歌いやすいなつかしい歌 260曲 全曲楽譜&コード付き  

西東社編集部／編 西東社 767 

イライラしたら豆を買いなさい 人生のトリセツ 88のことば  

林家 木久扇／著 文藝春秋 779.1 
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◆◆◆７００ 芸術・スポーツ・娯楽（つづき）◆◆◆ 

見るだけでうまくなる！バスケットボールの基礎  

森 圭司／著 ベースボール・マガジン社 783.1 

証言ノムさんの人間学 弱者が強者になるために教えられたこと  

古田 敦也／ほか著 宝島社 783.7 

東京発日帰り山さんぽ 50 交通新聞社 786.1 

全国キャンプ場ガイド 2020 東日本編・西日本編 昭文社 786.3 

世界一美味しい絶品&最速 BBQ レシピ  

バーソロミュー・ブック／著 宝島社 786.3 

知れば知るほどお相撲ことば こどもたちと楽しむ  

『おすもうさん』編集部／編著 ベースボール・マガジン社 788.1 

いまどうしてる？ 長州 力／著 ワニブックス 788.2 

よくわかる茶事 表千家流 堀内 宗心／指導 世界文化社 791.7 

香道の文化史 本間 洋子／著 吉川弘文館 792 

芝野虎丸の双子詰碁 200題 囲碁 芝野 虎丸／監修 成美堂出版 795 

 

８００ 語学                                                        

日本の美しい言葉辞典 梅内 美華子／監修 ナツメ社 814 

古代日本語文法 小田 勝／著 筑摩書房 815 

 

９００～９１９ 文学一般、日本の文学                                                                        

私の絵本ろん 中・高校生のための絵本入門 赤羽 末吉／著 平凡社 909/ｱ 

文豪ナビ池波正太郎 人生の味わい方には作法がある。  

新潮文庫／編 新潮社 910.2/ｲ 

ふだん着の寺田寅彦 池内 了／著 平凡社 910.2/ﾃ 

村上春樹の世界 加藤 典洋／著 講談社 910.2/ﾑ 

文豪の悪態 皮肉・怒り・嘆きのスゴイ語彙力  

山口 謠司／著 朝日新聞出版 910.26 

たん・たんか・たん 美村里江歌集 美村 里江／著 青土社 911.1/ﾐ 

夏井いつきの日々是「肯」日 夏井 いつき／俳句・文 清流出版 911.3 

誰も気づかなかった 長田 弘／著 みすず書房 911.5/ｵ 

愛について 詩集 若松 英輔／著 亜紀書房 911.5/ﾜ 
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９１３．６ 日本の小説                                                                 

あの子の殺人計画 天祢 涼／著 文藝春秋 913.6/ｱﾏﾈ 

まだ温かい鍋を抱いておやすみ 彩瀬 まる／著 祥伝社 913.6/ｱﾔｾ 

濱地健三郎の幽(かくれ)たる事件簿 有栖川 有栖／著 KADOKAWA 913.6/ｱﾘｽ 

事件持ち 伊兼 源太郎／著 KADOKAWA 913.6/ｲｶﾈ 

うめももさくら 石田 香織／著 朝日新聞出版 913.6/ｲｼﾀ 

死者との対話 石原 慎太郎／著 文藝春秋 913.6/ｲｼﾊ 

さよなら願いごと 大崎 梢／著 光文社 913.6/ｵｵｻ 

昨日壊れはじめた世界で 香月 夕花／著 新潮社 913.6/ｶﾂｷ 

結婚させる家 桂 望実／著 光文社 913.6/ｶﾂﾗ 

愚者の決断 浜中刑事の杞憂 小島 正樹／著 南雲堂 913.6/ｺｼﾏ 

任俠シネマ 今野 敏／著 中央公論新社 913.6/ｺﾝﾉ 

五年後に 咲沢 くれは／著 双葉社 913.6/ｻｷｻ 

スーベニア しまお まほ／著 文藝春秋 913.6/ｼﾏｵ 

業平 小説伊勢物語  

高樹 のぶ子／著 日経 BP日本経済新聞出版本部 913.6/ﾀｶｷ 

星に仄めかされて 多和田 葉子／著 講談社 913.6/ﾀﾜﾀ 

黙 辻堂 魁／著 光文社 913.6/ﾂｼﾄ 

迷子のままで 天童 荒太／著 新潮社 913.6/ﾃﾝﾄ 

あふれる家 中島 さなえ／著 朝日新聞出版 913.6/ﾅｶｼ 

合唱 岬洋介の帰還 中山 七里／著 宝島社 913.6/ﾅｶﾔ 

人類最強の sweetheart 西尾 維新／著 講談社 913.6/ﾆｼｵ 

呉・広島ダブル殺人事件 西村 京太郎／著 双葉社 913.6/ﾆｼﾑ 

少年と犬 馳 星周／著 文藝春秋 913.6/ﾊｾ 

侵略者(アグレッサー) 福田 和代／著 光文社 913.6/ﾌｸﾀ 

あなたに会えて困った 藤崎 翔／著 双葉社 913.6/ﾌｼｻ 

妖(あやかし)の掟 誉田 哲也／著 文藝春秋 913.6/ﾎﾝﾀ 

またね家族 松居 大悟／著 講談社 913.6/ﾏﾂｲ 

持続可能な魂の利用 松田 青子／著 中央公論新社 913.6/ﾏﾂﾀ 

皆川博子長篇推理コレクション １ 皆川 博子／著 柏書房 913.6/ﾐﾅｶ 

カケラ 湊 かなえ／著 集英社 913.6/ﾐﾅﾄ 
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◆◆◆９１３．６ 日本の小説（つづき）◆◆◆ 

こんぱるいろ、彼方 椰月 美智子／著 小学館 913.6/ﾔｽｷ 

殿、それでは戦国武将のお話をいたしましょう 貝原益軒の歴史夜話  

山崎 光夫／著 中央公論新社 913.6/ﾔﾏｻ 

 

９１４．６～９１７ 日本のエッセイ                                                           

なりゆきを生きる 「うゐの奥山」つづら折れ  

玄侑 宗久／著 筑摩書房 914.6/ｹﾝﾕ 

鴻上尚史のもっとほがらか人生相談 息苦しい「世間」を楽に生きる処方箋  

鴻上 尚史／著 朝日新聞出版 914.6/ｺｳｶ 

家族、捨ててもいいですか？ 一緒に生きていく人は自分で決める  

小林 エリコ／著 大和書房 914.6/ｺﾊﾔ 

人生論あなたは酢ダコが好きか嫌いか 女二人の手紙のやりとり  

佐藤 愛子／著 小学館 914.6/ｻﾄｳ 

ぼくの宝ばこ 少年アヤ／著 講談社 914.6/ｼﾖｳ 

９２０～９９９ 外国の文学                                                                                                                        

サークル・ゲーム マーガレット・アトウッド／著 彩流社 931/ｱ 

空のあらゆる鳥を チャーリー・ジェーン・アンダーズ／著 東京創元社 933/ｱ 

おれの眼を撃った男は死んだ シャネル・ベンツ／著 東京創元社 933/ﾍ 

シャーロック伯父さん ヒュー・ペンティコースト／著 論創社 933/ﾍ 

ヒルダ・アダムスの事件簿 M.R.ラインハート／著 論創社 933/ﾗ 

理由のない場所 イーユン・リー／著 河出書房新社 933/ﾘ 

二番草 ジャン・ジオノ／著 彩流社 953/ｼ 

ランスへの帰郷 ディディエ・エリボン／著 みすず書房 954/ｴ 

私たちの生涯の最良の時 アントーニオ・スクラーティ／著 青土社 974/ｽ 

 

Ｂ、ＢＮ 文庫本                                                                                                                      

愉悦の大橋 剣客大名柳生俊平 15 麻倉 一矢／著 二見書房 BN/ｱｻ 

幕末遊撃隊 池波 正太郎／著 新潮社 BN/ｲｹ 

日雇い浪人生活録 ９ 上田 秀人／著 角川春樹事務所 BN/ｳｴ 

殺人都市川崎 浦賀 和宏／著 角川春樹事務所 BN/ｳﾗ 

裏アカ 大石 圭／著 徳間書店 BN/ｵｵ 



15 

 

◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

大江戸けったい長屋 ぬけ弁天の菊之助 沖田 正午／著 二見書房 BN/ｵｷ 

同心亀無剣之介 ５ 風野 真知雄／著 コスミック出版 BN/ｶｾ 

黄昏坂七人斬り 門田 泰明／著 徳間書店 BN/ｶﾄ 

ソードアート・オンライン ２４ 川原 礫／著 KADOKAWA BN/ｶﾜ 

ミステリー作家は二度死ぬ 傑作ミステリー集 小泉 喜美子／著 光文社 BN/ｺｲ 

仮想真実 小杉 健治／著 朝日新聞出版 BN/ｺｽ 

侘助ノ白 居眠り磐音 30   決定版 佐伯 泰英／著 文藝春秋 BN/ｻｴ 

子授け銀杏 照れ降れ長屋風聞帖 6 坂岡 真／著 双葉社 BN/ｻｶ 

新・浪人若さま新見左近 ５ 佐々木 裕一／著 双葉社 BN/ｻｻ 

からころも 万葉集歌解き譚 篠 綾子／著 小学館 BN/ｼﾉ 

甲の薬は乙の毒 薬剤師・毒島花織の名推理 2 塔山 郁／著 宝島社 BN/ﾄｳ 

よろず屋平兵衛江戸日記 三人の用心棒 鳥羽 亮／著 光文社 BN/ﾄﾊ 

大江戸少女カゲキ団 ２ 中島 要／著 角川春樹事務所 BN/ﾅｶ 

杏の甘煮 一膳めし屋丸九 3 中島 久枝／著 角川春樹事務所 BN/ﾅｶ 

SCIS科学犯罪捜査班 ２ 天才科学者・最上友紀子の挑戦  

中村 啓／著 光文社 BN/ﾅｶ 

東京プレデターズ チャンネル登録お願いします！  

七尾 与史／著 角川春樹事務所 BN/ﾅﾅ 

難事件カフェ ２ 似鳥 鶏／著 光文社 BN/ﾆﾀ 

ウェイティング・バー 林 真理子／著 文藝春秋 BN/ﾊﾔ 

偽の仇討 闇御庭番 6 早見 俊／著 光文社 BN/ﾊﾔ 

影武者八巻卯之吉 大富豪同心 23 幡 大介／著 双葉社 BN/ﾊﾝ 

すき焼きを浅草で 平松 洋子／著 文藝春秋 BN/ﾋﾗ 

最高の盗難 音楽ミステリー集 深水 黎一郎／著 河出書房新社 BN/ﾌｶ 

笑う女 大江戸閻魔帳 4 藤井 邦夫／著 講談社 BN/ﾌｼ 

ドルチェ 誉田 哲也／著 光文社 BN/ﾎﾝ 

鳳凰の巫女は時を舞う 後宮妖幻想奇譚 三萩 せんや／著 双葉社 BN/ﾐﾊ 

推理小説のようにはいかない ミュージック・クルーズの殺人 

 宮ケ瀬 水／著 宝島社 BN/ﾐﾔ 

暗黒の羊 美輪 和音／著 東京創元社 BN/ﾐﾜ 
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◆◆◆Ｂ、ＢＮ 文庫本（つづき）◆◆◆ 

ヒヨコの蠅叩き 群 ようこ／著 文藝春秋 BN/ﾑﾚ 

姫さま初恋剣法 上・下 山手 樹一郎／著 コスミック出版 BN/ﾔﾏ 

鬼の牙 八丁堀つむじ風 5 和久田 正明／著 光文社 BN/ﾜｸ 

ショートショートの宝箱 ４ 光文社文庫編集部／編 光文社 BN 

決戦！新選組 葉室 麟／著 講談社 BN 

殺意の隘路 上・下 日本推理作家協会／編 光文社 BN 

鉄の時代 J.M.クッツェー／著 河出書房新社 B/ｸﾂ 

みずうみ/三色すみれ/人形使いのポーレ シュトルム／著 光文社 B/ｼﾕ 

知りすぎた男 G.K.チェスタトン／著 東京創元社 B/ﾁｴ 

大いなる遺産 上・下 チャールズ・ディケンズ／著 新潮社 B/ﾃｲ 

戦争と平和 ２ トルストイ／著 光文社 B/ﾄﾙ 

貧乏お嬢さまの結婚前夜 リース・ボウエン／著 原書房 B/ﾎｳ 

ボンベイ、マラバー・ヒルの未亡人たち  

スジャータ・マッシー／著 小学館 B/ﾏﾂ 

惑星チョルト奪還作戦 宇宙英雄ローダン・シリーズ 616  

トーマス・ツィーグラー／著 早川書房 B/ﾛﾀ 

 

Ｔ 暮らし                                                

働く母の暮らしマネジメント 人気ブロガー&インスタグラマー育児、仕事、家事の

まわし方、私の場合 主婦の友社／編 主婦の友社 T0 

毎日、無理なく、機嫌よく。 40代からの暮らしを楽しむ小さなヒント  

香菜子／著 すばる舎 T0 

お墓のことを考えたらこの 1冊 石原 豊昭／著 自由国民社 T0 

女の子と男の子のおでかけ服 とっておきの 1日に  

かわい きみ子／著 主婦と生活社 T11 

Joy of Sewing さぁ、縫おう moipon／著 日本ヴォーグ社 T11 

シニア・シルバー世代のお洒落な春夏服 ブティック社 T11 

かたちがたのしいポーチの本 細尾 典子／著 ブティック社 T11 

レース編みのモチーフ&ドイリー100 日本ヴォーグ社 T14 

ステッチイデー vol.31 日本ヴォーグ社 T15 
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

エコクラフトのかご屋さん 編んで使って楽しむ  

古木 明美／著 朝日新聞出版 T19 

すみっコぐらしかわいいあみぐるみ 齊藤 郁子／著 ブティック社 T16 

ちいさな布箱 はじめて作るカルトナージュ KAORI:／著 主婦の友社 T19 

布で作るかわいいお財布  

ミニ財布からお財布ショルダーまで 日本ヴォーグ社 T19 

バッグ見本帖 定番もアレンジも。作りたくなるいろいろな形全 58点  

米田 亜里／著 日本ヴォーグ社 T19 

ビギナーズ手作りアクセサリー100 PARTS CLUB／監修 repicbook T19 

リカちゃん着せかえソーイング BOOK ２  

リカちゃんのためのお洋服と小物を作りましょう ブティック社 T19 

あなたのペットが迷子になっても ペット探偵が出会った人と動物の愛の物語 

遠藤 匡王／著 緑書房 T3 

いちばんよくわかる！ハムスターの飼い方・暮らし方  

青沼 陽子／監修 成美堂出版 T3 

オスねこは左利きメスねこは右利き  

猫のヘンなしぐさやナゾの行動の意味がわかる！ 加藤 由子／著 ナツメ社 T3 

スタンド・バイ・ニャー 岩合 光昭／著 辰巳出版 T3 

フクロウ完全飼育 飼育、品種、接し方がよくわかる  

藤井 智之／著 誠文堂新光社 T3 

老鳥との暮らしかた 穏やかで安心な環境づくりから、リハビリ、メンタルケアまで  

細川 博昭／著 誠文堂新光社 T3 

ヴィーガン和食 話題のヴィーガン料理が初めてでも簡単に作れる  

庄司 いずみ／著 主婦の友社 T41 

薫るスパイスレシピ 香取 薫／著 山と溪谷社 T41 

シニアのラクラク 1人分健康ごはん 手順は 3つおいしいから何度も作りたくなる！ 

高城 順子／著 学研プラス T41 

藤井恵繰り返し作りたい定番料理 味つけの秘訣をお伝えします  

藤井 恵／著 主婦の友社 T41 
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◆◆◆Ｔ 暮らし（つづき）◆◆◆ 

松田美智子 季節の仕事 松田 美智子／著 扶桑社 T41 

大好きな野菜大好きな料理 有元 葉子／著 筑摩書房 T41 

神レンチン あなたにやさしい電子レンジレシピ 河瀬 璃菜／著 文藝春秋 T41 

お弁当にスープジャー 超★簡単レシピ ももせ いづみ／著 辰巳出版 T42 

スパイス&ハーブの使いこなし事典 スパイス&ハーブ検定 1級・2 級・3級公式テキスト 

主婦の友社／編 主婦の友社 T43 

発酵食の作り方と料理レシピ 150 カラダを守る、不調が消える 

 主婦の友社／編 主婦の友社 T43 

横山タカ子のお漬けもの 横山 タカ子／著 主婦と生活社 T43 

体にうれしい果実酒・野菜酒・薬用酒 200  

福光 佳奈子／著 秀和システム T47 

小さくても「暮らしやすい家」ベスト 58 主婦の友社／編 主婦の友社 T5 

理想の注文住宅を建てたい！ 価格の見える家づくりの教科書 

 本間 貴史／著 東洋経済新報社 T5 

園芸大図鑑 あらゆる植物が育てられる全 1000品種以上掲載 ブティック社 T6 

つるバラの選び方・育て方・仕立て方 憧れのバラのアーチが作れる  

村上 敏／著 誠文堂新光社 T6 

花を楽しむ野菜図鑑 タネまきから収穫まで 岩槻 秀明／著 いかだ社 T6 

魅せる苔テラリウムの作り方 部屋で育てる 石河 英作／著 家の光協会 T6 

わたしの野草日記 野草愛好家がつづる鉢植え 100 余種の日々の管理・つくり方 

河内 惠子／著 栃の葉書房 T6 

安産マタニティ・ヨガ 私らしく産む 森脇 じゅん／著 主婦の友社 T8 

男の子を伸ばす母親は、ここが違う！ 松永 暢史／著 扶桑社 T9 

佐々木正美の子育て百科 ２ 佐々木 正美／著 大和書房 T9 

ママ、言わないで！子どもが自信を失う言葉 66  

曽田 照子／著 学研プラス T9 
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Ｒ 調べものに役立つ本                                                

海外進出企業総覧 2020会社別編 東洋経済新報社 R335.4 

衛生動物の事典 津田 良夫／編 朝倉書店 R498.6 

デイリー日本語・トルコ語・英語辞典  

川口 裕司／監修 三省堂 R829.57 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- お問い合わせは、お近くの図書館へ ---------------- 

中央図書館  586-0584   豊田 2-49-2 

（障害者サービス 581-7612）   

高幡図書館  591-7322   三沢 4-1-12 

日野図書館  584-0467   日野本町 7-5-14   

多摩平図書館 583-2561    多摩平 2-9 

平山図書館  591-7772   平山 5-18-2 

百草図書館  594-4646   百草 204-1ガーデンビュー石神Ｄ ２階 

市政図書室  514-8840    神明 1-12-1日野市役所 １階 

移動図書館  586-0584   豊田 2-49-2（中央図書館内） 
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曜日 時間 駐車場 住所 7 月 8 月 

第 1 

・ 

第 3  

 

木 

10：40～11：10 新井わかたけ公園 石田 270 

2 日 

 

16 日  

6 日 

 

20 日  

11：25～11：55 水車公園 万願寺 2-28 

14：20～14：40 南平丘陵公園 南平 8-8-3 

15：00～15：50 ｼﾃｨﾊｲﾂ日野旭が丘 旭が丘 4-7-5 

第 1 

・ 

第 3  

 

金 

10：10～10：35 新坂下公園 新町 3-18-7 

3 日 

 

17 日  

7 日 

 

21 日 

10：45～11：10 栄町二丁目アパート 栄町 2-25 

11：25～11：50 大坂西公園 大坂上 1-14-4 

14：10～14：30 小構コーポ佐野前 日野台 1-3-7 

14：40～15：05 緑ヶ丘公園 日野台 2-33-1 

15：20～15：50 七ツ塚公園 新町 5-20-1 

第 2

第 4

水 

10：00～12：00 旭が丘地区センター 旭が丘 5-1-1 
（旭が丘中央公園内） 

8 日 

22 日 

12 日 

26 日 

第 2 

・ 

第 4  

 

木 

10：40～11：00 万願寺渡西公園 日野 7764 

9 日   

  

13 日 

 

27 日 

   

  

11：15～11：45 万願寺中央公園 万願寺4-20-12 

14：00～14：30 ちょうまんぴら公園 百草 971-127 

14：40～15：20 百草団地アポロ広場 百草 999 

15：40～16：10 ほほえみ公園 南平 2-31-6 

第 2 

・ 

第 4  

 

金 

10：30～11：00 市営向川原団地 南平 5-30-1 

10 日  

14 日 

 

28 日 

  

11：10～11：30 松風公園 南平 6-17-11 

11：40～12：00 貉谷戸公園 南平 9-16-10 

14：30～14：55 さいかちぜき公園 西平山 2-9-9 

15：15～15：45 西平山第１公園  西平山 5-28-1 

移動図書館ひまわり号 7月・8月巡回日程 

☂ 天候が悪い時は、巡回が中止になる場合があります。 

☆ご希望の本をリクエストカードに記入してください。次回以降の巡回日にお持ちします。  

 


